
日付 種目

保坂　雄志郎  68.36 柏村　亮太  68.06 田中　透  67.70 赤穂　弘樹  66.18 植松　直紀  65.90 墨　訓熙  64.71 土井　宏昭  64.46 内堀　弘樹(3)  63.61

群馬綜合ガード・群馬 モンテローザ・東京 チームミズノ・岐阜 鳥取陸協・鳥取 中京大・愛知 中京大・愛知 流経大クラブ・茨城 九州共立大・茨城

右代　啓祐  8160 中村　明彦  7929 川﨑　和也  7308 坂本　都志記  7155 小倉　希望  7059 森本　公人  7038 柏倉　飛鳥(4)  7009 臼杵　將悟(4)  6892

スズキ浜松ＡC・静岡 GR スズキ浜松ＡC・静岡 順天堂大・兵庫 鹿屋体育大・福岡 つくばツインピークス・茨城 大阪教育大・京都 東京学芸大・山形 天理大・兵庫

4月30日 100m

4月30日 走幅跳

4月30日 砲丸投

4月30日 走高跳

4月30日 400m

5月1日 110mH

5月1日 円盤投

5月1日 棒高跳

5月1日 やり投

5月1日 1500m

平加　有梨奈  6.16 (-0.5) 山田　優(4)  6.15 (+1.6) 中野　瞳  6.03 (-0.1) 朝妻　優萌(3)  5.94 (-0.1) 山下　友佳(4)  5.91 (+0.9) 末永　成美(4)  5.86 (-0.9) 河村　仁美  5.84 (+0.2) 利藤　野乃花(3)  5.74 (+0.6)

神奈川陸協・神奈川 筑波大・埼玉 茨城陸協・茨城 中央大・埼玉 立命館大・大阪 大阪成蹊大・鹿児島 周南市役所・山口 東京学芸大・東京

宮坂　楓  13.14 (+1.0) 坂本　絵梨  13.05 (-0.3) 小木曽　麻佑  12.91 (+0.8) 喜田　愛以  12.77 (+0.5) 剱持　早紀(4)  12.61 (+0.5) 前田　和香  12.60 (+0.7) 岡野　菜穂子  12.53 (+0.8) 森本　麻里子(4)  12.37 (+0.8)

ニッパツ・神奈川 東京陸協・東京 歩アスレチックス・岐阜 ミライト･テクノロジーズ・大阪 筑波大・山梨 スーパーホテル・奈良 ユメオミライ・東京 日本女子体育大・大阪

ヘンプヒル　恵(2) 5,730点 宇都宮　絵莉 5,668点 桐山　智衣 5,370点 伊藤　明子(3) 5,091点 上田　紗弥花(3) 5,085点 西村　莉子 5,061点 中田　有紀 5,014点 シュレスタ　まや(3) 4,991点

中央大・京都 GR 長谷川体育施設・兵庫 モンテローザ・東京 筑波大・東京 敦賀気比高・福井 武庫川女大・兵庫 日本保育サービス・愛知 東大阪大敬愛高・大阪

4月30日 100mH

4月30日 走高跳

4月30日 砲丸投

4月30日 200m

5月1日 走幅跳

5月1日 やり投

5月1日 800m

遠藤　日向(3)  14:06.71 阿部　弘輝(1)  14:07.27 大森　龍之介(3)  14:07.51 鈴木　塁人(1)  14:07.55 塩澤　稀夕(3)  14:09.78 相澤　晃(1)  14:10.17 松尾　淳之介(1)  14:10.22 吉田　圭太(3)  14:11.57

学法石川高・福島 明治大・福島 佐野日大高・栃木 青山学院大・千葉 伊賀白鳳高・三重 東洋大・福島 東海大・秋田 世羅高・広島

荻野　太成(1)  8:48.26 小室　翼(1)  8:49.52 大木　皓太(1)  9:04.74 渕田　拓臣(3)  9:22.12 佐藤　友哉(1)  9:24.67 川上　瑠美梨(3)  9:27.29 森田　将平(3)  9:28.39 藤岡　勇貴(2)  9:30.85

神奈川大・静岡 東洋大・宮城 早稲田大・千葉 桂高・京都 城西大・千葉 関大北陽高・大阪 修道高・広島 関西学院大・兵庫

加世田　梨花(3)  15:44.58 矢田　みくに(3)  15:45.04 森林　未来(3)  15:45.18 向井　優香(3)  15:52.74 小吉川　志乃舞  16:02.71 緒方　美咲(1)  16:10.54 島田　美穂  16:11.02 大森　巴菜  16:12.25

成田高・千葉 ルーテル学院高・熊本 諫早高・長崎 世羅高・広島 ユニバーサル・千葉 松山大・徳島 豊田自動織機・愛知 TOTO・福岡

向井　智香(1)  10:00.40 柴田　佑希(3)  10:08.92 岡田　佳子(1)  10:16.77 伊藤　百合子(3)  10:36.40 渡邊　愛美(3)  11:16.43 田貝　理紗(3)  11:24.30

名城大・愛知 北九州市立高・福岡 松山大・愛媛 常盤木学園高・宮城 逗子高・神奈川 専修大松戸高・千葉

主催：和歌山陸上競技協会

特別協賛：アシックスジャッパン株式会社

ス タ ー タ ー：西口　政雄　　　　　　　　記  録  主  任：出羽　靖弘

w (wind assist) : 追風参考

後援：日本陸上競技連盟　和歌山県　和歌山県教育委員会　和歌山市　和歌山市教育委員会　ＮＨＫ和歌山放送局　朝日新聞和歌山総局　産経新聞社　毎日新聞和歌山支局　読売新聞和歌山支局　㈱テレビ和歌山　㈱和歌山放送　わかやま新報

気象状況：4月30日（土）12時現在　天候：晴　気温：22℃　湿度：38％　南南東1.6m/S 総　　　　　務：南　　正晃　　　　　　　　トラック審判長：中村　勝久　　　　　　　跳躍審判長：川村　栄司

　　　　　5月 1日（日）12時現在　天候：晴　気温：24℃　湿度：53％　南　東0.9m/S 投 て き審判長：児島　伸幸　　　　    　　混 成 審 判 長：鳥井　　昇　　　　　　　競  技  者：片山　隆博　　　　　　　　

ｼﾞｭﾆｱ女子 4月30日 5000m

5月1日 3000mSC

 2:25.57  2:21.48

ｼﾞｭﾆｱ男子 4月30日 5000m

5月1日 3000mSC

 2:16.07  2:13.25  2:27.83  2:14.46  2:20.90  2:25.01

 5.51 (+0.1)  5.40 (+0.6)

 43.23  44.52  38.96  30.44  38.25  50.63  39.50  37.72

 5.89 (-0.6)  5.88 (-0.1)  5.83 (+1.4)  5.17 (+1.4)  5.43 (-0.6)  5.36 (+1.3)

 10.53

 25.20 (-1.3)  24.80 (-1.3)  25.61 (-1.3)  25.46 (-1.3)  26.61 (-0.6)  27.76 (-1.3)  26.62 (-0.6)  26.47 (-0.6)

 1.57  1.60  1.60

 11.49  10.33  12.00  9.26  9.83  11.08  9.96

 14.33 (+0.4)  14.90 (-1.8)  15.16 (+0.4)  14.59 (+0.4)  15.05 (-1.8)

 1.63  1.63  1.57  1.69  1.69

4/30～5/1 七種競技

 13.57 (+0.4)  14.16 (+0.4)  13.77 (+0.4)

GP女子 4月30日 走幅跳

5月1日 三段跳

 50.00  47.17

 4:37.77  4:15.36  4:35.46  5:03.84  4:32.80  4:53.95  4:32.53  4:28.33

 66.71  47.34  56.37  60.57  53.51  59.66

 30.33  30.42

 4.90  4.80  4.50  4.60  4.40  4.20  4.20  4.20

 48.12  36.94  35.82  30.32  29.69  35.86

 49.99  50.49

 15.00 (-0.6)  14.21 (0.0)  16.18 (-0.6)  15.02 (0.0)  14.91 (0.0)  15.44 (-0.6)  14.60 (0.0)  15.58 (-0.6)

 50.36  48.34  49.51  49.02  50.53  50.02

 11.24  10.72

 2.02  1.99  1.90  1.87  1.93  1.87  1.90  1.96

 15.13  11.98  12.00  10.87  9.48  10.96

 11.45 (-1.3)  11.45 (-1.3)

 7.18 (-0.8)  7.47 (+0.5)  7.17 (+0.3)  6.95 (+0.6)  7.13 (+0.6)  6.88 (+0.5)  6.93 (+0.9)  6.99 (+1.9)

 11.32 (-1.3)  10.75 (-0.1)  11.04 (-0.1)  10.93 (-0.1)  11.21 (-0.1)  11.14 (-0.1)

4月30日 ﾊﾝﾏｰ投

4/30～5/1 十種競技

紀三井寺公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

日本ＧＰ第3戦　2016日本選抜陸上和歌山大会　決勝一覧
2016日本グランプリシリーズ　・　第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）代表選手選考競技会

Ｕ20世界陸上競技選手権大会(2016/ﾋﾞﾄﾞｺﾞｼﾁ)選考競技会

第17回アジアジュニア陸上競技選手権大会（2016/ﾎｰﾁﾐﾝ）選考競技会

第７１回国民体育大会和歌山県選手選考会 2016年4月30日（土）-5月1日（日）


